
4月23日 講堂 学術研修委員会 第422回臨床病理検討会

S17-21　女性　膵癌術後の急性広汎腸壊死症例
　　　　　　（外科）
S17-12　女性　急性に発症した腎病変、肺病変で急死した症例
　　　　　　（リウマチ免疫内科）

4月24日 講堂
ノバルティスファーマ株式
会社

2nd Management Web Live
Seminar

診療報酬・介護報酬同時改定を踏まえた病院経営戦略を考える
「最大で最強の地域包括ケア病棟」

5月7日 講堂
抗菌薬適正使用支援チー
ム

ASTセミナー
「抗菌薬を大事に使うってどういうこと？」
「不適切な抗菌薬処方って？」

5月10日 講堂 学術研修委員会 第953回学術研修会
タイトル：適切な腎代替療法の推進のために
〈演題〉腎移植の最新の知識と正しい腎代替療法の選択

5月28日 講堂 学術研修委員会 第423回臨床病理検討会

S18-02　男性　肺腺癌術後再発転移症例
　　　　　　（緩和ケア内科）
S18-06　女性　腎癌肺転移術後再発症例
　　　　　　（緩和ケア内科）

6月5日 講堂
外来化学療法センター運
営委員会

第1回がん薬物療法研修会
がん化学療法の実際
演題1.がん化学療法における薬剤師の取り組みの現状
演題2.泌尿器癌に対する抗がん剤治療

6月6日 第６会議室 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

1.胎児心拍数モニタリングの判読
～胎児心拍数モニタリングの基本的な知識を習得できる～

6月14日 講堂 褥瘡対策委員会 第1回褥瘡セミナー 褥瘡予防におけるリスクアセスメントの基礎

6月25日 講堂 学術研修委員会 第424回臨床病理検討会

S18-03　40代　女性　成人T細胞性白血病リンパ腫の臍帯血移植後再発での突然
　　　　　　死症例
　　　　　　（血液内科）
S18-07　80代　男性　肺扁平上皮癌上大静脈症候群放射線治療後症例
　　　　　　（放射線治療科）

7月5日 講堂 看護部 第1回ＣＮセミナー
バスキュラーアクセスに関する看護
～静脈ルートによる医療関連圧迫創傷ゼロへの取り組み～
～静脈ルート&内シャント穿刺部位の選定と穿刺のコツ～

7月12日 講堂 学術研修委員会 第954回学術研修会

タイトル：内分泌代謝疾患-各科の取り組み-
〈演題1〉原発性副甲状腺機能亢進症　手術症例の検討
〈演題2〉小児1型糖尿病診療
〈演題3〉原発性アルドステロン症診療-11年間のまとめ-

7月9日 講堂 ＮＳＴ委員会 第1回NST勉強会
1.「形成外科病棟でのNST介入」
2.「当院での栄養管理～これからの取り組み～」
3.「排便コントロールについて」

7月18日 講堂 ICT 病院感染対策特別講演会
・挿入患者が感染を起こすとどうなるのか
・中心静脈カテーテル関連サーベイランスの目的はなにかなど
・観察することの意義

7月23日 講堂 学術研修委員会 第425回臨床病理検討会

S18-04　60代　女性　乳癌術後（再発）に肺高血圧症を併発した症例
　　　　　　（循環器内科）
S18-08　60代　男性　突然の発熱、呼吸不全、血尿をきたして急死した大腸癌転移
　　　　　　症例
　　　　　　（消化器内科）

7月24日 講堂 看護部 メンタルヘルス研修会 周囲の人のこころの不調に早く気づき、サポートするための方法や考え方を学びます。

7月25日 第６会議室 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

①切迫早産の病態生理について言える
②切迫早産の検査・治療とその根拠が言える
③切迫早産で管理入院している妊婦への看護を理解し、必要なケアについて言える

7月27日 講堂 アステラス製薬株式会社
第5回地域連携のためのＷ
ＥＢシンポジウム

講演Ⅰ「3.11東日本大震災を振り返って　～連携実務者として、ネットワークとしてできること～」
講演Ⅱ「3.11東日本大震災　～そのとき訪問看護の現場では～」

7月28日 講堂 看護部研修委員会
看護実践報告会・看護研究
発表会

・Ａ病棟における心電図モニターのアラーム管理の実態
・児がＮＩＣＵに入院した褥婦の乳房自己管理に向けたケアの検討
　～退院前日・産後1か月のアンケート調査結果から～
・身体抑制時、解除時に抱く『看護師のジレンマ』の要因の検討
　～病院職員へのアンケート調査をとおして～
・Ａ病棟における緩和病床入床時の情報収集に関する実態調査
・重症下肢虚血患者の終末期における看護師が抱える困難感

8月7日 講堂 サービスアップ推進委員会 平成30年度接遇講演会
接遇向上に繋がるアンガーマネジメント
～イライラと上手に付き合う方法～

8月25日 講堂 看護部 第2回ＣＮセミナー
Ⅰ.全身麻酔を受ける患者の周術期看護
～呼吸・循環器のアセスメントを中心に～
Ⅱ.当院での排尿自立指導料算定の現状

8月27日 講堂 学術研修委員会 第426回臨床病理検討会

「多死社会における死因究明」
死亡診断書/検案書、自信を持ってかけますか？
Ｓ18-05　70代　女性　治療の経過中で心機能低下をきたして死亡した形質細胞白
　　　　　　血病症例
　　　　　　（血液内科）

8月31日 第６会議室 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

1.産褥期の退行性変化・メンタルヘルスの特徴について言える
2.出生直後の新生児の観察点やそれに基づいた助産ケアについて考える事ができる
3.早期新生児の生理的変化について言える
4.対象の退院後の生活に必要な情報やそれに基づいた助産ケアについて考えることができる

9月13日 講堂 学術研修委員会 第955回学術研修会

タイトル：新生児医療：当院NICUの最新の取り組み
〈演題1〉当院での重症新生児仮死に対する低体温療法の実際
〈演題2〉胎児心臓エコー外来について
〈演題3〉当院超低出生体重児における人口換気療法の変遷

9月28日 講堂 クリニカルパス運営委員会 クリニカルパス講演会
医療の質改善に向けたクリニカルパスの活用
～アウトカム志向パスの作成と運用～

10月4日 講堂 褥瘡対策委員会 第2回褥瘡セミナー① 「褥瘡予防に必要な体位変換とポジショニング」

10月12日 第６会議室 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

4.母乳育児支援
乳汁分泌の生理し、母乳育児が円滑に進むための支援について理解する。
1.母乳育児の利点と乳汁分泌の生理が言える
2.ポジショニング・ラッチオンの基礎が実践できる
3.母子の状況に合った授乳支援の方法を考えることが出来る

平成30年度　地域公開研修開催実績

開催日 開催場所 主　催 研修区分 テーマ



開催日 開催場所 主　催 研修区分 テーマ

10月13日 講堂 がん拠点病院運営委員会
がん診療連携拠点病院市
民公開講座

1）肺癌治療について
2）特別講演癌のゲノム医療について

10月19日 講堂 ICT ICTセミナー ノロウイルスに関する基本的知識とこんな時どうする?！の実例紹介

10月22日 講堂 学術研修委員会 第427回臨床病理検討会

S18-009　60代　男性　肺癌にてペンブロリズマブ使用後重症筋無力症様症状をき
　　　　　　たし急死した症例
　　　　　　（呼吸器内科）
S18-011　80代　胎児　男性　高度腹水と肺腫瘤影を示した胎児水腫症例
　　　　　　（産婦人科）

10月26日 講堂 褥瘡対策委員会 第2回褥瘡セミナー② 「褥瘡予防に必要な体位変換とポジショニング」

10月31日 講堂 ＮＳＴ委員会 第2回NST勉強会

1.「栄養アセスメント」
～検査データからわかること～
2.「循環器内科の栄養カンファレンスの実際」
～重症心不全・低たんぱく血症に伴う難治性胸水の症例～

11月2日 講堂 看護部 第3回ＣＮセミナー
認知機能低下をきたした患者の終末期看護
～意思決定をどう支えるか～

11月8日 講堂 学術研修委員会 第956回学術研修会

タイトル：チーム市立札幌病院で取り組む全身性エリテマトーデスの診療
〈演題1〉SLE診療に病院全体で取り組む理由
〈演題2〉SLE診療の実際

11月21日 講堂 AST ASTセミナー チームで取り組む血流感染のマネジメント

11月26日 講堂 学術研修委員会 第428回臨床病理検討会
S18-010　80代　男性　左細菌胸膜炎/膿胸にて死亡された症例
　　　　　　（呼吸器内科）

11月27日 講堂
外来化学療法センター運
営委員会

第2回がん薬物療法研修会

演題1.がん化学療法看護への道
～教育プログラムに沿った人材！あなたも明日からケモNｓのプロフェッショナル！～
演題2.卵巣癌、卵管および腹膜癌に対する近頃の治療
演題3.乳がんの最新情報－新薬と遺伝子

11月30日 講堂 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

5.分娩期の助産ケア
①分娩三要素をもとに助産診断してことが言える
②直接介助、間接介助の役割について再確認したことが言える
③直接介助、間接介助の手順について再確認したことが言える

12月7日 講堂 専門看護師の会 専門看護師セミナー
・テーマ：日常に潜む倫理的ジレンマ・意思決定を支える看護倫理
・臨床でよくある意思決定支援
～センサーコールは誰のもの？～

12月21日 講堂 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

1.新生児蘇生のアルゴリズムが理解でき、蘇生の必要性を言える
2.児の状況を判断し、必要な技術が言える

1月10日 講堂 学術研修委員会
第957回学術研修会・平成
30年度第1回がん診療連携
拠点病院研修会

・発熱性好中球減少症
・分子標的薬の副作用について～TKIを中心に～

1月11日 第６会議室 助産師教育委員会
平成30年度新採用助産師
研修

7.妊婦健康診査と妊娠期の保健指導
妊婦健康診査における助産師の役割と妊娠期の保健指導の目的・留意点を理解
できる

1月22日 講堂 医療安全対策会議
医療安全確保のための講演
会

・同意書を所得すれば、説明義務を果たしたと言えるの？
・同意書を作成するときにどのような内容が必要なの？
・同意書があれば紛争は避けられるの？

1月26日 講堂 看護部研修委員会
看護実践報告会・看護研究
発表会

〈第1群〉
演題1.コット収容児に対する環境音と看護職員の認識についての実態調査
演題2.救急外来における臨床研修医教育に影響を与える看護師の関わり
～臨床研修医へのアンケート調査から～
演題3.A病院内視鏡画像センターにおける「タイムアウト」の現状と課題
演題4.外来化学療法患者のアピアランスに関するニーズの表出を妨げる要因について
-アンケートでからわかったこと-
〈第2群〉
演題5.PNS導入後の補完体制における患者満足度
演題6.A病院PNS導入病棟でのコミュニケーション・スキルの実態調査
～ナーシング・パートナーシップ尺度、コミュニケーション・スキル尺度ENDCOREsを用いて～
演題7.手術室看護師の病棟でのリリーフ業務で生じる困難
～業務別に焦点をあてた質問紙調査から～

1月28日 講堂 学術研修委員会 第429回臨床病理検討会

S18-012　80代　女性　大動脈炎症候群/関節リウマチの治療継続中、結核が再燃
　　　　　　し肺炎にて死亡した症例
　　　　　　（リウマチ免疫内科）
S18-013　40代　男性　膀胱癌術後化学療法中に急死した症例
　　　　　　（泌尿器科）

1月29日 講堂 看護部 メンタルヘルス研修会 周囲の人のこころの不調に早く気づき、サポートするための方法や考え方を学びます。

2月4日 講堂 ＮＳＴ委員会 第3回ＮＳＴ勉強会
1.「小腸ストーマ造設後に短腸症候群となった患者のNST介入と看護支援
2.「経口摂取と誤嚥性肺炎予防に対する口腔ケア」

2月5日 講堂 褥瘡対策委員会 NST・褥瘡合同セミナー
「褥瘡の外用療法」
「下肢切断となった脊髄損傷患者のNST介入と看護支援」

2月6日 講堂 総務課 個人情報保護研修
・個人情報保護の基本的な考え方
・カルテの不正閲覧などの社会問題化した事例や診療情報の漏洩、紛失などの裁判例の紹介
・個人情報についての患者の受け止め方や対応方法

2月15日 講堂 がん拠点病院運営委員会
PSA研究会・がん診療連携
拠点病院研修会

・前立腺癌における画像検査の役割
・前立腺癌のMRI

2月20日 講堂 ＩＣＴ ICTセミナー

・職業感染って何？
・どのくらい発生している？
・どうすれば防げる？
・発生時どうすればいい？



開催日 開催場所 主　催 研修区分 テーマ

2月28日 講堂 クリニカルパス運営委員会 クリニカルパス大会

・膀胱がんの概要
・DPCからみた膀胱がん
・バリアンス分析の結果
・膀胱全摘術パス見直しの実際

3月14日 講堂 学術研修委員会
第958回学術研修会・平成
30年度第2回がん診療連携
拠点病院研修会

テーマ「肺癌治療における免疫チェックポイント阻害薬」
・肺癌治療における免疫チェックポイント阻害薬
・免疫チェックポイント阻害薬による間質性肺疾患への対応

3月25日 講堂 学術研修委員会 第430回臨床病理検討会
S19-001　70代　男性　胸膜悪性中皮腫術後再発症例
　　　　　　（呼吸器内科）


